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本日のプログラム

第1053回（本年度 第35回）例会

次回 4/2 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　ロータリーフェスティバルに
　　　　ついて
　講師　地区ロータリーフェスティバル
　　　　実行委員会　上場 俊哉 様
　檜皮 悦子 会員

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　書体の話
　梅原 一樹 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆様、こんにちは。大阪大手前RCより佐々木様、ようこそお出で下
さいました。ごゆっくりご歓談下さいませ。

　我がクラブのクラブ旗が新しくなりました。22年間使用しておりま
したので随分古くなっておりました。ROTARYのロゴも新しくなりまし
たので、デザインも含めて新調致しました。RCフェスティバルや今後
行われる行事等は、この新しい旗を使用していきますので、何卒宜し
くお願い致します。

　先日、郭名純さんの送迎会を行いました際、22名の会員の方がご
参加下さり誠にありがとうございました。郭さんは会員一人ひとりに
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先　附 特選酢の物　蕨湯葉和え　いくら　花弁百合根
蓋　物 甘鯛桜蒸し　筍　桜麩　青味　銀餡
寿司盛合せ
 さより　蛤　鯛松皮
 鉄火高菜巻き　ちらし寿司
止　椀 赤出汁

2014-15年度第1052回（第34回例会）
幹事報告 (3/19)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は西田会員です。よろしくお願いします。

■3月26日（木）の卓話は梅原会員です。よろしくお願い
します。

■4月2日（木）の卓話は「5月5日（火）のロータリーフェ
スティバル」について実行副委員長の上場俊哉様に
お越しいただき、お話をしていただきます。
皆様ご出席のほどお願いします。

■4月9日（木）の卓話は山本会員です。よろしくお願いします。

ビールを注いでご挨拶に回られ、感謝の念を皆様に
お伝えされていました。

この一年で、彼女は随分成長されたと感じます。これ
もまた、大阪中之島RCの皆様のお心遣いがあっての
ことと存じます。また、村橋カウンセラーに於きまして
は、一年間大変お世話になりありがとうございました。

　次年度の米山奨学生は、台湾からお越しになられ
る楊さんです。次年度のカウンセラーは栗山会員が
お引き受け下さることとなっております。どうぞ宜しく
お願い致します。

　又、昨夜、伏見名誉会員の有志の集まりの会が行わ
れました。元々、大阪府庁選挙に出馬される予定であ
りましたが、8月の枚方市長選へ出馬されることとなり
ました。皆様の温かい激励のもと、伏見会員は「頑張り
ます」と仰っていました。以上ご報告させて頂きます。

■4月はロータリー雑誌月間です。
4月16日（木）の卓話担当は会報・雑誌広報委員会と
なっております。今回は福田会員にお話していただき
ます。

■「第3回若手ロータリアン勉強会、懇親会開催」のお知
らせが来ています。

　1. 日時　2015年4月16日（木）19：00～21：30

　2. 場所　ヴィアーレ大阪

　3. 対象　55歳以下のロータリアン、
　　　　　入会勧誘予定者、候補者

　4. 会費　6,000円

　5. 申込締切　3月20日（金）まで

■「米山奨学生オリエンテーション＆懇親会のご案内」
が来ています。会長、カウンセラー、米山奨学委員長ご
出席のほどお願いします。

　1. 日時　2015年4月8日（水）
　　（1） オリエンテーション　16：00～17：30
　　（2） 懇親会　　　　　　17：45～19：40

　2. 場所　ヴィアーレ大阪2階　クリスタルルーム

■大阪天満橋ロータリークラブから「大阪天満橋ロー
ターアクト創立35周年記念式典」のご案内が来ており
ます。1980年4月25日創立から35周年を迎えます。

　1. 日次　2015年4月26日（日）10：30～15：30

　2. 会場　大阪キャッスルホテル

　3. 登録料　10,000円

会長、幹事、青少年委員長ご出席のほどお願いいたし
ます。

本日のメニュー



最近の果物事情

西田 末彦 会員

今日は、先月の2月下旬に和歌山県の有田共選、JA
有田にスーパーのバイヤーと出張に行って来ました
のでその時のお話をしようと思っています。

　その前に少しだけ今が旬の苺の話をしようと思い
ます。今はスーパーの店頭には様々な種類の苺が並
んでいますが、20年頃前までは宝交苺と言う品種の
苺一色でした。全国の苺産地の80％以上が宝交苺
を作っていたと思われます。苺と言えば宝交と言う時
代でした。この苺は大変美味しかったのですが、一つ
だけ欠点が有り日持ちがしなかったのです。その為3
月も過ぎ温かくなると劣化が早く売り物にならなかっ
たのです。その内豊の香（とよのか）と言う品種の苺
が開発され、味も良く日持ちもすると言う事であっと
言う間に九州を中心とした苺産地がこの豊の香に変
わりました。それと同じくして栃木県で女峰（にょほ
う）と言う品種が開発され、やや酸味の強いこの品種
が関東地区では支持され、西の豊の香、東の女峰と
言う時代に変わりました。

　しかしその様な時代も長くは続かず、この豊の香と
言う品種は大変優秀な品種でその後この豊の香に
色々な品種の苺を掛け合わせ、さらに美味しい品種
の開発に各県が躍起になったのです。その結果各県
によって様々な特徴を持った苺が売り出され、現在
に至っております。福岡県の（あまおう）、栃木県の（と
ちおとめ）熊本県の（ひのしずく）、長崎県の（さちの
か）、静岡県の(紅ほっぺ)、佐賀県の（さがほのか）徳
島県の（ももいちご）、奈良県の（アスカルビー）など
などです。

　話を本題に移しますが、JA有田のある和歌山県は
みかんの生産量日本一です。シェアは約19％で二位
が愛媛県で15％、三位が静岡県で14％です。では全
国の生産量はどれ位かと言うますと、今現在約80万
～90万トンです。

日本の果物の二大品種であります林檎も約80万～
90万トンです。林檎の生産量はここ数年あまり変わっ

ておりませんが、みかんは30年ほど前は360万トン
ありました。色々な理由はありますが毎年激減してお
ります。おそらく今後はこれ以上はあまり減らないと
思っております。

　有田地区に行きますと、有田川と言う結構大きな
川が流れておりまして、その周りは果樹園と民家が有
るのですが有田川に沿って山が、山と言ってもそれ
ほど高くなくおそらく100～200メートル位だと思い
ますが川に沿って何キロにも続いています。その山
肌は見事にみかん畑で延々と続いています。この時
期は流石に収穫が終わりみかんの木ばかりで、良く
見ると斜面が階段の様になっていてその段の所にみ
かんが植えられています。その理由は大きく二つあり
ますが、ひとつはそうする事によってみかんの木一本
一本に良く日が当たる様になっております。二つ目が
大きな理由ですが水はけを良くするために山の斜面
に植えられているのです。雨が降っても水が下に流
れ水が貯まらない様になっています。みかんは比較
的雨の影響を受けやすく、水を沢山吸うと水くさくな
りやすい果実なんです。5月に花が咲いて実が成長
する夏から秋にかけて雨が多いとその年のみかんは
比較的薄味になりやすいです。

　果実の中で一番雨の影響を受けやすいのはおそ
らく桃でしょう。桃は収穫の1週間前まで晴天に恵まれ
雨が無ければその桃は間違いなく美味しいでしょう。

逆にいくら優秀な産地の桃でも収穫の1日前に雨が
沢山降れば水くさい桃になるでしょう。ただ立ち直り
も早く1週間晴れれば味は回復します。その為桃の良
し悪しを見極めるのは非常に難しく産地の天気予報
を良く見る事が大事です。その点、林檎とか柿は比較
的雨の影響を受けにくい果実と言われています。

　有田川の周りの果樹園では2月下旬のこの時期、
まだいっぱい実をつけている果実があります。清見
オレンジ、デコポン、八朔などなどです。その中で清見
オレンジは今から30年位前に開発された品種で、み
かんにオレンジを交配して出来た品種です。形はみ
かんとオレンジを足して二で割った様な形でまんま
るです。清見オレンジは糖酸のバランスが非常に良
く、また味も濃くこの品種が世に出てきた時は大変な
衝撃で年明けの柑橘は清見一色になるんじゃなかろ
うかと思われました。しかしひとつ大きな欠点が有
り、皮が剥きにくく食べにくいと言う事でした。ただ優
秀な品種に変わりなくこの清見に色々な品種を掛け
合わせ、大変美味しい品種が次々と生まれました。せ

とか、甘平、はるみ、などなどで、その中で最も有名な
のがデコポンです。

　デコポンは清見にポンカンを掛け合わせて出来た
品種です。もともとは長崎の果樹試験所で生まれた
のですが、その時は注目されませんでした。そして熊
本県の不知火地区で栽培が始まり、その独特な形状
を逆手にとってデコポンと言うネーミングで売り出す
と、たちまち人気に火がついて大ヒット商品になりま
した。品種名は｢不知火｣で「デコポン」は商品名で登
録商標されております。糖度13度以上、酸度1度未満
をクリアした物だけをデコポンとして出荷出来、その
基準に満たないものは不知火オレンジとして出荷さ
れます。果物の中でこの様に全国統一された基準が
有るのはデコポンだけです。

　最後に旬の野菜、筍についてお話いたします。果物
の場合まだまだ旬の果物は多く、この時期ですと桃と
か西瓜、或いは柿にブドウ、さくらんぼが食べたいと
思っても無いですが、野菜の場合日本では殆どの種
類の野菜は産地間リレー、周年供給体制が出来、ほ
ぼ一年中たべれます。その中でいわゆる松竹梅と言

われる野菜だけが季節野菜と言えるでしょう。松茸、
筍、梅です。

　筍は日本でも｢古事記｣に出てくるほで古くから親
しまれ、食べられて来ましたが、その頃食用にしてい
たのは真竹（まだけ）だと言われております。真竹は
皮に毛が無く、黒い斑点が有り、民芸品や包装用に多
く用いられ、肉質はやや固めで、あくも強く苦味があり
ます。現在主流となっております孟宗竹は1736年中
国から琉球経由で日本に入ったと言われております。

　筍前線は桜前線を追いかけます。桜前線が通った
ら、その1週間～10日後に筍前線がやってきます。鹿
児島で始まって、熊本・福岡・徳島・岡山・京都・静岡・
千葉・茨城を通過し石川県で終わります。

　筍の選び方は、形がずんぐりとした釣鐘型のもの。
外皮が薄茶色でしっとりとして毛羽だっている。先端
が黄色く、切り口が白くてみずみずしいものが良いで
しょう。筍は鮮度が命です。筍を買ったらすぐに下ゆ
でしてください。ぬかを入れるのは、ぬかに含まれる
カルシゥムと結合して筍のえぐみの成分が中和され
るからです。筍を煮ものにする時は、塩やしょうゆは
すぐにはしみ込みません。砂糖やみりんなどの甘い
調味料を先に加えしばらく煮込んで甘味が十分染み
込んだ後に、しょうゆや塩などを加えると上手く味に
馴染みます。

　筍はたんぱく質が豊富で、ビタミンB1、B2、ミネラ
ルを多く含み、豊富な食物繊維は便秘の予防・改善
だけでなく、大腸がんの予防やコレステロールの吸
収を抑え、体外に排出してくれると言う効果がある、
健康に良い食べ物です。これからの季節美味しい旬
の果物と一緒に筍も楽しんでください。
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今日は、先月の2月下旬に和歌山県の有田共選、JA
有田にスーパーのバイヤーと出張に行って来ました
のでその時のお話をしようと思っています。

　その前に少しだけ今が旬の苺の話をしようと思い
ます。今はスーパーの店頭には様々な種類の苺が並
んでいますが、20年頃前までは宝交苺と言う品種の
苺一色でした。全国の苺産地の80％以上が宝交苺
を作っていたと思われます。苺と言えば宝交と言う時
代でした。この苺は大変美味しかったのですが、一つ
だけ欠点が有り日持ちがしなかったのです。その為3
月も過ぎ温かくなると劣化が早く売り物にならなかっ
たのです。その内豊の香（とよのか）と言う品種の苺
が開発され、味も良く日持ちもすると言う事であっと
言う間に九州を中心とした苺産地がこの豊の香に変
わりました。それと同じくして栃木県で女峰（にょほ
う）と言う品種が開発され、やや酸味の強いこの品種
が関東地区では支持され、西の豊の香、東の女峰と
言う時代に変わりました。

　しかしその様な時代も長くは続かず、この豊の香と
言う品種は大変優秀な品種でその後この豊の香に
色々な品種の苺を掛け合わせ、さらに美味しい品種
の開発に各県が躍起になったのです。その結果各県
によって様々な特徴を持った苺が売り出され、現在
に至っております。福岡県の（あまおう）、栃木県の（と
ちおとめ）熊本県の（ひのしずく）、長崎県の（さちの
か）、静岡県の(紅ほっぺ)、佐賀県の（さがほのか）徳
島県の（ももいちご）、奈良県の（アスカルビー）など
などです。

　話を本題に移しますが、JA有田のある和歌山県は
みかんの生産量日本一です。シェアは約19％で二位
が愛媛県で15％、三位が静岡県で14％です。では全
国の生産量はどれ位かと言うますと、今現在約80万
～90万トンです。

日本の果物の二大品種であります林檎も約80万～
90万トンです。林檎の生産量はここ数年あまり変わっ

今日は税金のお話を聞いて下さい。少し硬くなります
がお付き合いください。

税金の話 （3月12日の卓話）

辻 一夫 会員
皆さんもご存知のとおり、我が国の税制は、自主申告
制度が基本であります。進駐軍とともにやってまいり
ました、シャープによって具体化されました。一言で
申し上げれば、いくら稼いだかは、ご自分が一番よく
知っていますね、だから正確に税金を計算して申告
して下さいね。と言った制度です。しかし、それがなか
なか理想的にはまいらないこともあり、この制度を担
保する仕組みが必要で、それの主たるものが税務調
査と言えます。

税務調査は、マルサと言われている強制調査と、一般
的に税務署が行う行政調査に区分されます。マルサ
は国税犯則取締法に基づき行はれます。これは、検

ておりませんが、みかんは30年ほど前は360万トン
ありました。色々な理由はありますが毎年激減してお
ります。おそらく今後はこれ以上はあまり減らないと
思っております。

　有田地区に行きますと、有田川と言う結構大きな
川が流れておりまして、その周りは果樹園と民家が有
るのですが有田川に沿って山が、山と言ってもそれ
ほど高くなくおそらく100～200メートル位だと思い
ますが川に沿って何キロにも続いています。その山
肌は見事にみかん畑で延々と続いています。この時
期は流石に収穫が終わりみかんの木ばかりで、良く
見ると斜面が階段の様になっていてその段の所にみ
かんが植えられています。その理由は大きく二つあり
ますが、ひとつはそうする事によってみかんの木一本
一本に良く日が当たる様になっております。二つ目が
大きな理由ですが水はけを良くするために山の斜面
に植えられているのです。雨が降っても水が下に流
れ水が貯まらない様になっています。みかんは比較
的雨の影響を受けやすく、水を沢山吸うと水くさくな
りやすい果実なんです。5月に花が咲いて実が成長
する夏から秋にかけて雨が多いとその年のみかんは
比較的薄味になりやすいです。

　果実の中で一番雨の影響を受けやすいのはおそ
らく桃でしょう。桃は収穫の1週間前まで晴天に恵まれ
雨が無ければその桃は間違いなく美味しいでしょう。

逆にいくら優秀な産地の桃でも収穫の1日前に雨が
沢山降れば水くさい桃になるでしょう。ただ立ち直り
も早く1週間晴れれば味は回復します。その為桃の良
し悪しを見極めるのは非常に難しく産地の天気予報
を良く見る事が大事です。その点、林檎とか柿は比較
的雨の影響を受けにくい果実と言われています。

　有田川の周りの果樹園では2月下旬のこの時期、
まだいっぱい実をつけている果実があります。清見
オレンジ、デコポン、八朔などなどです。その中で清見
オレンジは今から30年位前に開発された品種で、み
かんにオレンジを交配して出来た品種です。形はみ
かんとオレンジを足して二で割った様な形でまんま
るです。清見オレンジは糖酸のバランスが非常に良
く、また味も濃くこの品種が世に出てきた時は大変な
衝撃で年明けの柑橘は清見一色になるんじゃなかろ
うかと思われました。しかしひとつ大きな欠点が有
り、皮が剥きにくく食べにくいと言う事でした。ただ優
秀な品種に変わりなくこの清見に色々な品種を掛け
合わせ、大変美味しい品種が次々と生まれました。せ

とか、甘平、はるみ、などなどで、その中で最も有名な
のがデコポンです。

　デコポンは清見にポンカンを掛け合わせて出来た
品種です。もともとは長崎の果樹試験所で生まれた
のですが、その時は注目されませんでした。そして熊
本県の不知火地区で栽培が始まり、その独特な形状
を逆手にとってデコポンと言うネーミングで売り出す
と、たちまち人気に火がついて大ヒット商品になりま
した。品種名は｢不知火｣で「デコポン」は商品名で登
録商標されております。糖度13度以上、酸度1度未満
をクリアした物だけをデコポンとして出荷出来、その
基準に満たないものは不知火オレンジとして出荷さ
れます。果物の中でこの様に全国統一された基準が
有るのはデコポンだけです。

　最後に旬の野菜、筍についてお話いたします。果物
の場合まだまだ旬の果物は多く、この時期ですと桃と
か西瓜、或いは柿にブドウ、さくらんぼが食べたいと
思っても無いですが、野菜の場合日本では殆どの種
類の野菜は産地間リレー、周年供給体制が出来、ほ
ぼ一年中たべれます。その中でいわゆる松竹梅と言

われる野菜だけが季節野菜と言えるでしょう。松茸、
筍、梅です。

　筍は日本でも｢古事記｣に出てくるほで古くから親
しまれ、食べられて来ましたが、その頃食用にしてい
たのは真竹（まだけ）だと言われております。真竹は
皮に毛が無く、黒い斑点が有り、民芸品や包装用に多
く用いられ、肉質はやや固めで、あくも強く苦味があり
ます。現在主流となっております孟宗竹は1736年中
国から琉球経由で日本に入ったと言われております。

　筍前線は桜前線を追いかけます。桜前線が通った
ら、その1週間～10日後に筍前線がやってきます。鹿
児島で始まって、熊本・福岡・徳島・岡山・京都・静岡・
千葉・茨城を通過し石川県で終わります。

　筍の選び方は、形がずんぐりとした釣鐘型のもの。
外皮が薄茶色でしっとりとして毛羽だっている。先端
が黄色く、切り口が白くてみずみずしいものが良いで
しょう。筍は鮮度が命です。筍を買ったらすぐに下ゆ
でしてください。ぬかを入れるのは、ぬかに含まれる
カルシゥムと結合して筍のえぐみの成分が中和され
るからです。筍を煮ものにする時は、塩やしょうゆは
すぐにはしみ込みません。砂糖やみりんなどの甘い
調味料を先に加えしばらく煮込んで甘味が十分染み
込んだ後に、しょうゆや塩などを加えると上手く味に
馴染みます。

　筍はたんぱく質が豊富で、ビタミンB1、B2、ミネラ
ルを多く含み、豊富な食物繊維は便秘の予防・改善
だけでなく、大腸がんの予防やコレステロールの吸
収を抑え、体外に排出してくれると言う効果がある、
健康に良い食べ物です。これからの季節美味しい旬
の果物と一緒に筍も楽しんでください。



新入会員歓迎会 会員研修小委員会・親睦小委員会
委員長　北村 讓

19日18時からの京都 河原町料亭『田ごと』での新入会員歓迎会には、
20名の参加を頂き楽しく和やかに開催出来ました。

会に先立ち行った村上、木村、藤本各新入会員に対する40分の研修も
活発な質問も有り有意義な研修会であったと思います。皆様、ありがとう
ございました。  

察庁に告発する事を目的としています。それに対し
て、税務署の調査は、間接強制調査なので、拒否はで
きませんが、調査日程は協議できます。

ところが、この調査に使われる質問検査権には、黙秘
権が行使できないといわれています。そんな意味で
は、たいへん強い調査権と言えます。

それでは、調査はどんな風におこなわれるのでしょう
か。先ず税務署の調査ですが、私が若い時代は、二
人で実施することが一般的でした。漫才ではありませ
んが、ボケと突っ込みの呼吸であった気がします。バ

ンバン追求する一方で、なだめ役が中に入るパター
ンでした。

マルサの場合は、様子が違います。相当深く内偵しま
す。そして、令状を取って、数十人から数百人の規模
で調査が展開されます。こう言った事態になった場合
は、マルサ事案の対応に慣れた弁護士なり税理士に
相談される事をお勧めします。

次に、どんな人がどんな事をして調査を進めるのか、
お話ししたい所ですが、丁度時間となりましたので、
おわります。ご静聴ありがとう御座いました。
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下岡：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

辻（一）：ニコニコ

早瀬：西田会員、頑張ってね。

針谷：西田さんの卓話楽しみです。ニコニコ

高島：ニコニコ

北村：今晩の新入会員歓迎会、よろしくお願いします。

村上：今日は新人歓迎会、有難うございます。ニコニコ

檜皮：次年度ソング木村副委員長がタクトの練習の
ため20分も前にお越しいただきました。
感謝しております。安心してタクトのバトンタッ
チができます。

木村（眞）：ニコニコ

西田：本日卓話です。よろしくお願いします。

大阪大手前RC　佐々木 宏 様：
私事ですが社長から会長になりました。
ブラジル行きキャンセルで多額のキャンセル代
を支払いました。

本日合計 : ￥39,000
累　計 : ￥1,378,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 22名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 82.57%
2月26日の修正出席率 79.31%

●メイクアップ
安達 昌弘   2 月28日 米山奨学生送別会
梅原 一樹   3 月  7 日 地区チーム研修セミナー

●本日のビジター
大阪大手前RC 佐々木 宏 様

2015-2016年度　各委員会・委員

クラブ奉仕委員会

会員増強・
維持小委員会

例会運営小委員会

親睦活動小委員会

会員研修小委員会

職業奉仕委員会

社会・青少年
奉仕委員会

国際奉仕委員会

SAA

会計

井戸本 泰次

辻 義光

村橋 義晃

西田 末彦

針谷 紘一

小林 俊明

安達 昌弘

辻 一夫

北村 讓

永井 俊行

委員長

辻 義光、西田 末彦、
村橋 義晃、針谷 紘一

早瀬 道圓（会員増強担当）、
犬飼 直之（職業分類担当）

木村 眞敏（ソング副担当）、

梅原 一樹（会報担当）

辻 義光、藤本 淳司

山本 肇（雑誌・広報担当）、
下岡 陽一郎（R規定・情報担当）

満村 和宏、
村上 俊二（R・ボランティア担当）

吉田 了、福田 忠博

高島 凱夫、
栗山 博道（米山奨学担当）

永井 俊行、木村 佳弘

木村 佳弘、下岡 陽一郎（会計監査）

高島 凱夫（会員選考担当）、井戸本 泰次、西田 末彦、
満村 和宏、栗山 博道、杉村 雅之

早瀬 道圓（出席担当）、山本 肇（プログラム・広報担当）、
犬飼 直之（プログラム副担当）、辻 一夫（ソング担当）、
村上 俊二（会報副担当）、岡本 啓吾（会報副担当）

吉田 了、高島 凱夫、永井 俊行、村上 俊二、
杉村 雅之、満村 和宏、松任 保勇

井戸本 泰次、木村 眞敏、木村 佳弘、西田 末彦

北村 讓、辻 義光（青少年活動担当）、岡本 啓吾、
木村 佳弘（環境保全担当）、松任 保勇（ローターアクト担当）

吉田 了（R・財団担当）、福田 忠博、小林 俊明、
北村 讓、安達 昌弘、藤本 淳司

福田 忠博、小林 俊明、安達 昌弘、栗山 博道、
梅原 一樹、藤本 淳司

副委員長 委　　員


